
書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

「本をつくる」という仕事 稲泉 連／著 筑摩書房 2017.1 8134761744 022 イ

紙ものづくりの現場から グラフィック社編集部／編 グラフィック社 2015.11 8134624790 022 カ

ロワールの贈り物 清宮 伸子／著 沖積舎 2000.7 8131670154 022.5 キ

美しい書物 栃折 久美子／[著] みすず書房 2011.12 8134236486 022.5 ト

デジタル技術と手製本 坂井 えり／著 印刷学会出版部 2007.3 8133367563 022.8 サ

書物と製本術 野村 悠里／[著] みすず書房 2017.2 8134770841 022.8 ノ

美篶堂とつくる美しい手製本 美篶堂／編 河出書房新社 2016.1 8134639022 022.8 ミ

書物愛蔵書票の世界 日本書票協会／編著 平凡社 2002.1 8132086441 024.9 シ

蔵書票の美 樋田 直人／著 小学館 1998.12 8131222431 024.9 ヒ

グーテンベルクの謎 高宮 利行／著 岩波書店 1998.12 8131274376 022.3 タ

本ができるまで 岩波書店編集部／編 岩波書店 2003.6 8132429170 022.7 ホ

はじめての和装本 府川 次男／著 文化出版局 2003.8 8132455106 022.8 フ

造本解剖図鑑 ミルキィ・イソベ/監修 ワークスコーポレーション 2008.11 8133770696 022.6 ゾ

豆本の教室 スタジオタッククリエイティブ 2013.12 8134424305 022.8 マ

アール・デコの挿絵本 鹿島 茂／著 東京美術 2015.5 8134573790 022.3 カ

少年少女昭和SF美術館 大橋 博之／編著 平凡社 2013.11 8134417285 022.5 オ

本は物である 桂川 潤／著 新曜社 2010.10 8133974631 022.5 カ

菊地信義の装幀 菊地 信義／著 集英社 2014.5 8134466252 022.5 キ

デザイナーをめざす人の装丁・ブックデザイン 熊澤 正人／共著 エムディエヌコーポレーション 2007.7 8133443960 022.5 ク

芹沢銈介・装幀の仕事 芹沢 銈介／[作] 里文出版 2016.8 8134695747 022.5 セ

装丁デザインのアイデア! オブスキュアインク／著 ボーンデジタル 2015.9 8134607261 022.5 ソ

本の魔法 司 修／著 白水社 2011.6 8134340297 022.5 ツ

花森安治装釘集成 花森 安治／[作] みずのわ出版 2016.11 8134749033 022.5 ハ

ペンギンブックスのデザイン1935-2005 フィル・ベインズ／著 ブルース・インターアクションズ 2010.3 8133951922 022.5 ベ

横尾忠則全装幀集 横尾 忠則／[作] パイインターナショナル 2013.6 8134369867 022.5 ヨ

チャペックの本棚 ヨゼフ・チャペック／[作] ピエ・ブックス 2003.3 8132385772 022.5 チ

グラフィックデザイナーのブックデザイン 小柳 帝／[編]著 ピエ・ブックス 2006.4 8133160104 022.5 コ

世界のグラフィックデザイナーのブックデザイン 小柳 帝／[編]著 ピエ・ブックス 2007.3 8133397099 022.5 コ

文豪の装丁 NHK「美の壺」制作班／編 日本放送出版協会 2008.4 8133580163 022.5 ブ

ブックデザインミルキィ流 ミルキィ・イソベ／著 毎日コミュニケーションズ 2008.6 8133670799 022.5 ミ

日本のブックカバー 書皮友好協会／監修 グラフィック社 2016.9 8134712946 024.1 ニ

ご当地発のリトルプレス PIE BOOKS／編著 パイインターナショナル 2016.5 8134669442 070.2 ゴ

リトルプレスをつくる 石川 理恵／著 グラフィック社 2011.3 8133995097 070.1 イ

リトルプレスの楽しみ 柳沢 小実／著 ピエ・ブックス 2006.1 8133118076 070.2 ヤ

リトルプレスの楽しみ、のつづき 柳沢 小実／著 ピエ・ブックス 2009.3 8133858893 070.2 ヤ

フリペの楽しみ 柳沢 小実／著 ピエ・ブックス 2007.3 8133397141 070.2 ヤ

「本の本」　展示リスト　　　　

「本に恋する季節です！」１０月２７日～１１月９日は「読書週間」です。
製本、装丁、リトルプレス、古書店、「本」にまつわる本を紹介します。

請求記号

製本や本にまつわる話

装丁を楽しむ

リトルプレスとは



モダン古書案内 マーブルトロン 2005.5 8132893510 024.8 モ

アッチュム!フランスのかわいい古書を探しに 畠井 真里／著 青山出版社 2006.11 8133281208 024.8 ハ

古本暮らし 荻原 魚雷／著 晶文社 2007.5 8133387753 020.4 オ

女子の古本屋 岡崎 武志／著 筑摩書房 2008.3 8133560590 024.8 オ

なごや古本屋案内 鈴木 創／編著 風媒社 2013.11 8134407270 024.8 ス

古本屋になろう! 澄田 喜広／著 青弓社 2014.8 8134487860 024.8 ス

古本の雑誌 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社 2012.10 8134322548 024.8 フ

ブックカフェを始めよう! 日本ブックカフェ協会／編 青弓社 2015.9 8134616645 024.8 ブ

本の時間を届けます 篠賀 典子／著 洋泉社 2016.12 8134749042 024.8 ホ

モダン古書案内 マーブルトロン 2005.5 8132893510 024.8 モ

アッチュム!フランスのかわいい古書を探しに 畠井 真里／著 青山出版社 2006.11 8133281208 024.8 ハ

古本暮らし 荻原 魚雷／著 晶文社 2007.5 8133387753 020.4 オ

女子の古本屋 岡崎 武志／著 筑摩書房 2008.3 8133560590 024.8 オ

古書店を楽しむ
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